
健・や・か・サ・ー・ク・ル

■人間ドックのご案内
　当法人会では会員企業向けに健康診断費用の一部助成が受けられ
る福利厚生事業を行っています。補助金は１名につき5,000円（年
間一社３名まで）です。

　受診の申し込みは、申込書（法人会ホームページ→福利厚生）に
必要事項を記入してFAXで送信ください。
http：//www.meinaka-hojinkai.or.jp　FAX 052‒242‒9429

ものづくり愛知の至宝
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[解　説］

江戸中期

縮緬／絞り染・白上げ・友禅染

上半身を紫一色で染め分けたデザインが印象的であるが、下半身は打

って変わって多彩な友禅染の傘が彩りを添える。雨を思わせる浅
あさ

葱
ぎ

色の

地に白
しろ

上
あ

げで芽吹いたばかりの柳を雨に見立て、傘には友禅染め特有の

糸
いと

目
め

糊
のり

を置いて繊細に仕上げる。傘は略して「仐」と書くことから、八

十歳の祝いを傘寿というように、長寿のシンボルでもあった。この振袖

にも長寿の願いが込められているのであろう。

次号は、「花束に卍
まんじ

立
たて

涌
わく

模様振袖」です。

約一万点に及ぶ「松坂屋コレクション」は、呉服デザインのために収

集された経緯から、松坂屋では近年までほぼ社外秘の扱いとなっていま

したが、平成20年（2008）に開催した「小袖　江戸のオートクチュール」

をきっかけに一般公開されました。

J.フロント リテイリング史料館は、染織参考館の閉鎖で京都から名古

屋に移管されたのを機に、その一部を名古屋市博物館と共同でコレクシ

ョンの調査・研究を進め、日本の染織文化の発展に貢献することを理念

に設立しました。

松坂屋美術館に隣接する松坂屋史料室では、①呉服デザイン・意匠・

史料  ②大丸松坂屋百貨店の創業・歴史に関係する史料など、テーマを

設定した展示を開催しています。

傘に柳
やなぎ

模様振袖

ぬめり成分で疲労回復
生で食べられる唯一のイモ ヤマノイモ
ヤマノイモとは、長芋や自然薯などの総称で、熱帯・亜熱帯

地域を中心に600以上の種類があります。その形状から、細長
い長芋群、手のひら形やバチ形のいちょう芋群、こぶし型のつ
くね芋群に分けられます。
日本原産である自然薯の歴史は古く、『古事記』の時代から

薬用として使用されていたようです。ヤマノイモに触れると痒
くなることがありますが、これは皮の下にある針状の成分、
シュウ酸カルシウムが皮膚に刺さってしまうためです。熱や酸
に弱い成分なので、皮をむいたらすぐ酢水につけると痒みを防
ぐことができます。
ヤマノイモは、疲労回復に役立つ成分を多く含んでおり、昔

から滋養強壮によいとされてきました。栄養的な特徴は、豊富
に含まれている消化酵素です。ジアスターゼ、カタラーゼ、グ
ルコシダーゼなどの消化酵素は、デンプンを分解して、消化を

助けます。ぬめり成分のムチンは胃の粘膜を保護し、胃潰瘍の
予防に役立ちます。たんぱく質の吸収を促して血糖値の上昇を
押さえたり、コレステロール値低下にも効果的です。他にも、
ビタミンCやB群、カリウムなどのミネラル、食物繊維がバラ
ンスよく含まれている健康食材です。
ヤマノイモは、デンプンを分解する酵素を多く含むおかげで、

芋類の中でも唯一「生食できる芋」です。
麦飯にすりおろしたとろろをかけて食べる「麦とろ」は、消

化・吸収のよい「ヤマノイモ」と栄養価値の高い「麦」という
申し分のない組み合わせです。ただしヤマノイモの酵素の働き
は高温により失われてしまうので、だし汁の温度は40～50度に
冷ましてから入れましょう。つるつると入ってしまうため、食
べ過ぎには要注意です。刻んでサラダに入れたり、短冊に切っ
て食べると、シャキシャキした歯ざわりが楽しめます。

自然薯 長芋 つくね芋 紫山芋 いちょう芋 むかご

自生している野生
種だが、最近は栽
培種も多く出回っ
ている。60㎝～１
mもあり、粘りが
とても強く、旨み
も濃い。

長い棒状。ヤマノ
イモの中では最も
多く流通している。
キメはやや粗く、
水分が多い。

ゴツゴツとした形
で粘りがとても強
く、貯蔵性も高い。
和菓子の原料とし
ても使われる。

皮は紫色。中はア
ントシアニンとい
う色素によって鮮
やかなピンクが
かった紫色の芋。

平べったくいちょ
うの葉のような形。
粘りが強いのです
りおろしに向く。
関東地方では「大
和芋」とも呼ばれ
ている。

長芋や自然薯の葉
の付け根にできる
小指の先ほどの球
芽。ご飯に炊きこ
んだり、塩茹でや
素揚げなどにして
食べる。

資料／一般財団法人　愛知健康増進財団
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健・や・か・サ・ー・ク・ル

■人間ドックのご案内
　当法人会では会員企業向けに健康診断費用の一部助成が受けられ
る福利厚生事業を行っています。補助金は１名につき5,000円（年
間一社３名まで）です。

　受診の申し込みは、申込書（法人会ホームページ→福利厚生）に
必要事項を記入してFAXで送信ください。
http：//www.meinaka-hojinkai.or.jp　FAX 052‒242‒9429

和菓子司 長寿園
名古屋市昭和区菊園町１-16
p h o n e／052-841-1084
営業時間／９：00～19：00
定 休 日／毎月６と７のつく日
　　　　　年始休業　１月１日～７日
　　　　　夏季休業　８月16日～31日

第31回企画展「松坂屋上野店店内見取り図を読み解く」
　　会期／開催中～平成30年２月20日㈫
第32回企画展「松坂屋コレクション紹介　小袖の模様―花」
　　会期／平成30年２月24日㈯～平成30年５月29日㈫
休館日：４月11日㈬
※会期・タイトル等変更になる場合がございます。

　松坂屋史料室展示の案内

提供／一般財団法人  J.フロント リテイリング史料館

春の上生菓子 お雛祭り用　１個 270円(税込)
右より時計回り「西王母」「花便り」「花筏」「左近」「右近」

五宝楽
１箱(25個入)1,000円(税込)
 (50個入)1,900円(税込)
販売期間：通年

味噌松風　１棹 1,300円(税込)
販売休止期間：７月～９月中旬

氷彩花　１箱 830円(税込)
販売期間：通年

鼈甲羹　１棹 1,700円(税込)
販売期間：４月中旬～９月５日

傘に柳
やなぎ

模様振袖

季節を楽しむ 和菓子の魅力
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会員増強推進運動実施中‼

法人会は社長の“やる気”をサポートします。
《法人会の事業活動とメリット》
◎税のオピニオンリーダーとしての税制提言活動
◎最新の地域・世界経済などの講演会によって、自社の経営戦略を図る
◎環境や福祉など、地域に密着した社会貢献活動による企業ブランドの向上を目指す
◎さまざまな異業種の経営者と出会い、ビジネスチャンスにつながる交流会
◎法人会独自のお得な各種の福利厚生制度で、自社の企業リスクをカバーする
◎税知識が身につく研修会や子どもたちへの租税教育活動

これらのほかに、法人会は様々な活動で企業を支援し、国と地域の発展に努めています。
ぜひ、みなさんの仲間を誘って、税の知識を活かし、一歩先の経営を目指しましょう！

会員各位へ
会員増強運動へのご協力のお願い

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます
　平素は、当会の事業運営に格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当会では会員各位のご理解、ご協力を賜りつつ、鋭意会員増強運動に取り組んでおります。
　昨年度は年度末の会員数が、対前年度比207社減の2,790社、加入率30.4％となりましたが、その後昨年
12月末には、会員数が対前年度首比17件増の2,807件、加入率30.6％と微増に転じることができました。
　これもひとえに会員各位のご尽力の賜と感謝申し上げます。
　改めて申し上げるまでもなく、当会が公益社団法人として中区の企業・地域社会のさらなる発展に貢
献してまいりますためには、法人会活動のバロメーターである会員数の維持・拡大による組織強化が不
可欠になっております。
　事務局では、本年度も引き続き新入会員の確保や退会防止に努め会員数の増加を目指して会員増強運
動に取り組んでおります。
　つきましては、会員各位には引き続き会員増強運動の実施に格別のご理解を賜り、会員勧誘の候補先
をご紹介いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
 敬具　

公益社団法人 名古屋中法人会

会長　岡谷 篤一

《会員勧誘候補先のご連絡について》

会員勧誘候補先に関しましては、下記の用紙を事務局宛の
FAX番号にてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

公益社団法人　名古屋中法人会　事務局
名古屋市中区栄四丁目３-26 昭和ビル３階　FAX 052-242-9429　電話 052-242-9427
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みんなで成功させよう！ 　会員増強運動

FAX 052‒242‒9429
公益社団法人　名古屋中法人会事務局 行

会員勧誘候補先　通知書

貴社・団体名

ご担当者
役職名 お名前

勧誘候補先について、お問い合わせさせていただくことがございますのでご記入ください。

ご連絡先 電話 FAX

ご紹介いただける勧誘候補先

会社・団体名

所在地
中区以外の勧誘候補先も受け付けております。

連絡先窓口 役職名 お名前

連絡先電話番号

け
ん
た
く
ん
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税を考える週間記念事業

暮らしの中の税金展表彰式
日時／平成29年11月11日㈯　10：30～11：30　会場／昭和ビル９Fホール

税に関する作文　
最優秀作文発表 
水野 ひの さん

※ 最優秀作文は税連協上部団
体において各賞の最終審査
を行います。税に関する絵はがきコンクール　優秀作品表彰

女性部会部会長　眞野 綾子 氏、朝日 春名 さん

習字の部の小学生、れんらくぶくろコンテスト
税のデザインの専門学生

作文の部の中学生、中学校の先生

税に関する作文　
名古屋中税務署長賞作文発表
松本 光 さん
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第
3
回 税に関する「絵はがきコンクール」優秀作品　（受賞者敬称略）

名古屋中税務署　署長賞

藤井 凜果

女性部会　部会長賞

朝日 春名

金原 ひなの

髙山 莉花

伊藤 功惺

野村 小夜子

二村 充彦

齋藤 美咲

法人会　会長賞

石川 桃

金　賞

二村 壮彦

江口 美結

吉田 妃花理

銀　賞

丹下 瑞稀

暮らしの中の税金展
日時／平成29年11月６日㈪～11日㈯　会場／中日ビル２Fギャラリー
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新春特集

尾
張
徳
川
家
ゆ
か
り
の
お
寺

　
　
　
　
　
徳
興
山
　
建
中
寺

総門

葵 桔梗 将棋 猪目

山門

山門・総門
いずれも慶安４年（1651）創建当時の建物で、総

欅造り本瓦葺きです。山門は三間重層門の建築様
式で、総門は三間薬医門の建築様式です。
総門は現在、建中寺公園の南にありますが、名

古屋市による戦後の区画整理以前は、ここまでが
建中寺境内地の南端でした。市有形文化財

本堂
寛政10年（1798）建立。大火の後、天明７年（1787）再

建。入母屋造り本瓦葺きで格調高く古式を保っています。
間口15間（27m）奥行き14間（25.2m） 建坪210坪（700

㎡）の巨大な木造建築で、名古屋市内の木造建築としては
最大のものです。市有形文化財

平成21年（2009）５月27日名古屋
むすめ歌舞伎講演会
左より　近世芸能研究家　南山大

学名誉教授　安田 文吉氏、十二代   
市川 團十郎氏、NPO法人むすめ歌
舞伎代表理事　市川 櫻香氏

本堂回廊の柱の埋め木
本堂の柱には、櫛痕に葵や縁起物の意匠が施されています。 

木曽檜木材を大切にした江戸の宮大工たちの遊び心と匠の技に感心させられます。
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御駕籠「女乗り物」
藩主の御駕籠は堅固で質素な造りですが、徳川宗春公と継友公の

二人の御母堂の御駕籠は、絢爛豪華な装飾が施されています。

蒙古襲来絵詞　模写

徳川宗春公紋入りの食器

経蔵
文政11年（1828）創建。平成16年（2004）

大修理。内部の八画輪蔵内には、鉄眼禅
師開版の黄檗版大蔵経5,800巻が納められ
ています。10月の大蔵会では本堂の本尊
前に積み上げ虫干し、説教、塔婆廻向の
後、参詣者が一経ずつ押し戴いて手送り
で経蔵に収めます。市有形文化財

鐘楼
天明７年（1787）再建。入母屋造り
本瓦葺き、台形の袴腰つきの建築様式。
1,923㎏の梵鐘は戦時中の供出を免れ、
毎年暮れには除夜の鐘をつき、一年間
の罪障消滅と来る年の息災を祈る人で
賑わっています。市有形文化財

御成門
四脚平唐門・本瓦葺き、華やかな

小門です。五代藩主五郎太公霊廟の
門でしたが、賓客をもてなすための
門としてこの地に移築されました。

書院
昭和39年（1964）第34世徳誉上人再建。名工
大竹利左衛門の設計建築による壮麗な建物です。寺宝展　平成29年10月23日
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シリーズシリーズ

この人この人

勝過三界道
徳興山 建中寺　住職

村上 真瑞氏

取
材
日
時
／
平
成
29
年
10
月
22
日
㈰　

10
時
〜
11
時
30
分　

取
材
場
所
／
徳
興
山　

建
中
寺

き
き
て
／
森
田
文
二
・
武
藤
俊
明
・
舟
橋
幸
江
・
清
水
正
彌
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徳川家の菩提寺
――明けましておめでとうございます。今年の抱負をお聞
かせください。
還暦を迎え、幼稚園の90周年と父である老租の米寿の祝

いを一昨年に行い、昨年は建中寺の御
お

霊
れい

屋
や

の修理が終わり
ました。
お寺の行事としましては、今年は宗春公の255回忌となり

ますので、さらに盛り上げたいと思っています。
――徳川家の菩提寺です。特色をお聞かせください。
建中寺は尾張徳川家の菩提寺ということで、いまでもご

当主の徳川美術館の館長である徳川義
よし

崇
たか

様がお参りに来ら
れます。
本堂の内陣でお経をあげているとき、徳川様には向かっ

て右側の脇内陣の椅子に座っていただき、御焼香のときは
右側と左側の脇内陣の結界が外れるようになっていますの
で、脇内陣から入って正面で御焼香いただきます。本堂の
構造は、お殿様がお参りに来られたときに相応しい造りに
なっています。
また御霊屋には、尾張徳川家のお厨子と初代から義

よし

宣
のぶ

様
までのご位牌がありますので、ここに来られたときは本殿
の一番奥にお座りいただき、私どもは一番手前のお堂の後
方からお経をあげます。
――本堂など建物は創建当時から変わっていないのですか。
建中寺は慶安３年（1650）に逝去されました初代尾張藩

主義直公の菩提を弔い、尾張徳川家先祖代々の菩提寺とし
て、第二代尾張藩主徳川光友卿が、慶安４年（1651）に建
立し、茨城県結城市弘経寺の成譽廓呑上人を招請して開山
しました。天明５年（1785）の、北区の杉村の大火事で、火

のついた布団が飛んで来て建中寺の本堂及び諸堂伽藍が燃
えましたが、その後は戦災もなく三門、総門は類焼しませ
んでしたので創建当時のものです。貰い火のときに燃えた
本堂は天明７年（1787）に再建したものです。
――所蔵の大

だい

蔵
ぞう

経
きょう

についてお聞かせください。
お釈迦様が説かれたお経はインドから中国へ渡り、中国

で編纂されて5800巻の経典となりました。そのなかの「経・
律（戒律）・論（解説）」を三蔵と言い、その三蔵がすべて
含まれているのが大蔵経です。その頃、日本には大蔵経が
なくて、中国や朝鮮半島のものばかりでした。日本にない
のは恥ずかしいということで、黄

おう

檗
ばく

宗の隠
いん

元
げん

禅師が、中国
で新しく編纂された民

みん

版
ぱん

の大蔵経を持ってこられました。
弟子の鉄

てつ

眼
げん

禅
ぜん

が「それを元に日本でも大蔵経をつくりた
い。ぜひ私に譲ってもらいたい」と頼むと、喜んで譲って
くださいました。それを桜の板に逆に張り付けて彫ると、ハ
ンコみたいなもので、多くの大蔵経を作りたいと、いろい
ろなところを行脚してお金を集められました。いざ作業に
とりかかろうとしたとき、飢饉に見舞われ、困っている人
達に集めたお金を渡してしまった。それからもう一度全国
を行脚したら、また飢饉となり、３度目にやっとつくるこ
とができたと昔の修身の本に載っています。
江戸時代初期のもので、日本中にかなり売れたらしくて、

うちの24世の弁霊上人が、その鉄眼版の大蔵経を購入して
持っておられて、建中寺の経

きょう

蔵
ぞう

に納められています。
うちの経蔵は24世の弁霊上人がぜひとも造りたいとお金

を集め始めたのですが、寿命がきて、次の25世の弁純上人
が任されたのですが半年後に心労で亡くなってしまい、26
世の弁

べん

成
じょう

上人のときにやっと完成しました。苦労を重ねて
できた経蔵に納まっているのが鉄眼版の大蔵経です。
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寺宝展と大
だ い

蔵
ぞ う

会
え

――例年10月23日に寺宝展を開催されています。
寺宝展と大蔵会

え

の法要を行っています。
秋は気候も良いので、虫干しのために大蔵経の３分の１

を本堂の仏様の前でご供養して、それから皆様の手渡しで
経堂へ戻し入れます。檀家さんや一般の皆様にも新聞折り
込みでお知らせして、参加を呼びかけています。
――皆様の手渡しで経蔵に入れる大変に有り難い行事です
が、あまり知られていないのが残念です。私は体験して感
動しました。
　所蔵の品の特徴をお聞かせください。
昔からのご住職の書いたもの、知恩院からいただいたも

の、尾張徳川家に伝わるものなどです。徳川のお殿様が亡
くなられると所蔵品はすべて建中寺に納められていたので
すが、明治の初期、徳川美術館ができて、建中寺にある宝
物は徳川家にお返ししました。
うちには宗春公のお母様、宗春公の兄の継友様のお母様、

それぞれの方が乗られた「女乗り物」があります。明治維
新以降、職がなくなって困ったときに売られたお殿様が多
いようですが、うちでは貰ったものを売ってはいけないと
大切に保存してきました。御駕籠は武士が乗るもので質素
ですが、「女乗り物」はきらびやかで内装も凝っています。
――本堂の柱の埋め木が面白いです。
木の節を刳

く

り貫
ぬ

いて、そこを埋め木で埋めてあります。デ
ザインが面白く、大工さんが腕を見せようと思ってやった
のかも知れませんね。
――天王祭の山車が毎年建中寺から出発します。
筒井町が天王祭を始めたのは戦後です。筒井町には湯

ゆ

取
とり

車
と神
じん

皇
こう

車と２台の山車があります。湯取車は建中寺が創建さ
れた頃（万治元年・1658）の古いもので、神皇車は文政７年

（1824）に造られたものです。戦後筒井町で購入しました。
もともとは筒井町に屋根神様があって、屋根を壊すとき

に降ろした屋根神様を建中寺の総門の右脇の祠で祭ること
になり、津島神社の天王祭の名前をもらって始められまし
た。町の皆様は年１回（６月）の祭りをとても楽しみにし
て、生き甲斐にしておられます。
――浄土宗の東海中学、高校と関わりがありますか。
江戸時代には、浄土宗のお坊さんの養成所として増

ぞう

上
じょう

寺
じ

を中心として関東十八檀林で行
ぎょう

をしていたのですが、明治
維新以後その制度がかわり、支校という名前で全国にいく
つか中学校や高校を作りお坊さんの養成をしました。その
愛知支校が東海中学・高校です。今の東新町寺町の西蓮寺
の境内に愛知支校があったのですが、狭くなったので建中
寺の境内に移転されました。建中寺の住職と東海中学校・
高校の理事長を兼ねていた時代があり契約がかわされたよ
うです。

飯田の山々が懐かしい
――ご住職のお生まれはどちらですか。
祖父は津島で生まれました。出家をすると９族救われる

という信仰があって、祖父はお坊さんになれば良いことが
あると考え出家しました。最初に出家したのが米原の蓮華
寺でしたが、学校にも行かせてもらえなかったので、改め
て大須の清安寺で出家、東海中学・高校を出て東京の大正
大学（その頃は宗教大学）で学び、長野県茅野の功徳寺の
住職になりました。そこで生まれ育った私の父は長野県飯
田の念通寺の住職になりました。そのとき祖父は増上寺の
教務部長をやっていて、祖父の働きが徳川様の眼に止まり、
建中寺の住職になってくれないかと請

こ

われて、昭和31年か
ら建中寺の住職をしています。
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私は飯田で生まれ、小学校６年まで飯田にいて、それか
ら名古屋へ来て東海中学、高校を出て京都の佛教大学へ行
きました。
――飯田は風景のよい、いい町ですね。
小学校の頃は川や山の中を駆け回って楽しかった思い出

があります。１年生になると６年生や５年生が危険なとこ
ろへも連れていってくれました。竹や木の棒でチャンバラ
したり、大きな芋蔵の横穴にロウソクを点けて入って遊ん
で怒られたこともあります。
飯田にいた頃に食べたキノコが建中寺の辺りでも採れる

ので、みんなに食べようと言うのですが、食べないですね
（笑）。小さい頃に覚えた感覚は忘れないですよ。
中学、高校は勉強ばかりしていた気がします。宗教研究

部にはいっていまして、高名な先生方に宗教や仏教につい
て教えてもらいました。
理系が好きで、高校のときはアンプ作りが大好きでした。

大須のカトー無線やパーツセンターに行き、抵抗やコンデ
ンサー、トランスを買いあさって、アンプ作りしていまし
た。FMが聞けるラジオも作りました。本堂のスピーカー
は私の自作です。
仏教は、お釈迦様の教えが理路整然としていて理系と思

いました。文字が読めても理論的に理解できないと仏教は
理解できません。理詰めで書いてあって実に面白いです。
――住職になられたのは自然の成り行きでしたか。
飯田の寺にいた頃、小学校の担任の先生に、将来立派な

お坊さんになりたいと言っていたそうです。

精進・努力すれば目標に近づく
――ご住職は一日をどのようにお過ごしですか。
朝４時半に起きて、５時から６時半までお勤めをします。

朝食後、８時半に幼稚園の朝礼、８時45分からお寺の朝礼
をします。お寺の雑務をこなして一段落したら幼稚園に行
きます。お寺の経理は事務員さんに任せていますが、幼稚
園の経理は補助金の仕分けなど難しいので私がやっていま
す。昼食は幼稚園で園児たちと食べます。役をいろいろ引
き受けていますので、会合や研修も多いです。夕食は老租
と６時頃から食べて８時頃には寝ます。
――ご趣味は？
『釋浄土群疑論』の翻訳、解説文を書くことを一生懸命や
っています。第１巻を出版できましたが、全７巻まであり
ますので、これからも第２巻、第３巻と、命ある限り続け
てやっていきたいと思っています。
――大切にされているお言葉をお聞かせください。
「勝
しょう

過
か

三
さん

界
がい

道
どう

」です。極楽浄土は「三界の道を勝
すぐ

れて過ぎ
る」、『無量寿経論』という本の中に出てくる一節です。三
界とは「欲界・色界・無

む

色
しき

界」、欲界は「欲する気持ち」、色
界の色は物質、無

む

色
しき

は物がなくて精神だけの世界です。皆
様は極楽浄土に行かれると存じます。そこは娑婆世界の三
界を過ぎた素晴らしい世界であるから、そこを求めて毎日、
朝のお勤めも、だらだらやっているのではなく、「極楽浄土
へ阿弥陀様にお迎えいただきましょう」と心をもってお参
りすることと説いています。
――法人会会員の皆様にメッセージをお願いします。
お釈迦様は精進、努力すれば目標に近づけるとおっしゃ

っています。
例えば幼稚園でクラス対抗リレーをすると、いろいろな

子どもがいますが、「どんなことがあっても諦めないで最後
まで頑張ってバトンを渡すことが大事です」と子どもたち
に伝えています。
――今日はお忙しいところ、興味深い話、心に残るお話を
ありがとうございました。
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